平成 21 年 2 月 25 日
株式会 社ま ちづ くり 三鷹
まちづ くり 三鷹 「Ruby 図書 館情 報シ ステ ム」 が
「フク オ カ Ruby 大 賞」 優秀 賞を 受賞
平 成 21 年２ 月 20 日、福岡 県と フク オカ Ruby 大賞 実行 委員 会が 主催 する「フ クオ カ Ruby
大賞」 にお いて 、当 社が 開発 した 「Ruby 図書 館情 報シ ステ ム」 が優 秀賞 を受 賞し まし た。
表彰式 は、 2 月 27 日 、西 鉄ソ ラリ アホ テル （福 岡市 中央 区） で、 フク オ カ Ruby フ ォー ラ
ムの中 で行 われ ます 。
福岡 県で は、日本 発の プロ グラ ミン グ言 語 Ruby を 核と する ソフ トウ ェア の技 術開 発拠 点
化を産 学官 あげ て進 めて いま す。 フク オ カ Ruby 大 賞は 、ソ フト ウェ ア産 業の 振興 、Ruby
の世界 への 普及 を目 的と して 、Ruby に よる 優れ た取 組を 表彰 する ため 実施 され たも ので す。
同大賞 には 、国 内外 か ら 78 件（ 国内 58 件 、海 外 20 件 ）の 応募 があ りま した 。
当社 のシ ステ ムは 、Ruby で 開発 した 図書 館業 務の 基幹 パッ ケー ジシ ステ ムで 、Ruby の 特
徴であ る生 産性 の高 さに より 、既 存シ ステ ムの 半額 とい う低 コス トを 実現 し、自治 体の IT
コスト 削減 に貢 献す るこ とが でき ます 。ま た、当社 が地 域の 中小 IT ベ ンダ ーと 提携 し、そ
のベン ダー にプ ログ ラム のソ ース コー ドを 開示 する こと によ り、 地元 公共 図書 館の 要望 に
きめ細 かく 対応 した シス テム を開 発し 、保 守運 営を する こと がで きま す。 自治 体 の IＴ 投
資が地 域の 中で 循環 する とい う当 社の ビジ ネス モデ ルが 高く 評価 され まし た。
今回 の大 賞で は、 最優 秀 賞 1 点 、優 秀賞 ３点 、奨 励賞 ３点 が選 出さ れま した 。受 賞内 容
は、下 記の とお りで す。
（ 資 料 ： フ ク オ カ Ruby フ ォ ー ラ ム ウ エ ブ サ イ ト

大 賞

http://www.ruby‑award.jp/index.html）

「 Climate Information Tool Kit（ CLIK）」
APEC Climate Center, Climate Applications Team（韓 国）

優 秀賞

「 ９ Arrows」
合 同会 社ナイ ンア ロー ズ（ 福岡 ）
「 まち づく り百 科

Ruby 図 書館 情報 シス テム」

株 式会 社まち づく り三 鷹（ 東京 ）
「 Puppet, Systems Building Systems」
Luke
奨 励賞

Kanies（ア メリ カ）

「 CPFCS 用 測定 機器 中継 シス テム」
正 晃テ ック株 式会 社（ 福岡 ）
「 安全 安心 PTA 連絡 メール シス テム AIMS（ミ テルち ゃん 、マモ リちゃ ん ）」
MOTO： TAKER（ 福岡 ）
「 大 学 向 け電 子 ポ ート フ ォ リオ シ ス テム の 開 発 〜 主 体 的に 行 動 する 人 材を
育 てる ため に〜 」
株 式会 社ハウ イン ター ナシ ョナ ル（福 岡）

ま ち づく り 三鷹 「 Ruby 図書 館 情報 シス テ ム」 の 解説
Ruby は 、松 江市 在住 のまつ もと ゆき ひろ 氏が 開発 した 、日 本生 まれ のプ ログ ラミ ング言
語で、従来 の言 語に 比べ て、簡易 で開 発効 率が 極め て高 い。2004 年に 公開 され たフ レー ム
ワーク「Ruby on Rails」の 登場 によ って 、い ま世 界的 に注 目さ れて いる 。日 本で も、楽天 、
ニフテ ィな どで 、Web ア プリ ケー ショ ンソ フト の開 発に 採用 され てい る。
まち づく り三 鷹は 、2007 年度 に Ruby 講 師養 成講 座を 開設 し、 そこ で養 成し た数 人の 技
術者に よっ て、 2008 年 8 月 に図 書館 の基 幹業 務シ ステ ムの パッ ケー ジソ フト を開 発し た。
これま で、Ruby は、大量 の情 報を 高速 で処 理す る業 務シ ステ ムに は不 向き だと され てき た。
当社は これ に挑 戦し 、約 70 万件 の書 誌情 報も スム ーズ に検 索で きる こと を実 証し た。Ruby
の開発 効率 のよ さを 生か して 、開 発期 間を 短縮 し、 コス トの 低減 がで きた ため 、従 来の シ
ステム の半 額程 度の 価格 を実 現し た。
この シス テム は、 価格 が安 いだ けで なく 、先 進的 な完 全 Web 方 式の 採用 によ り、 複数 の
公共図 書館 や学 校図 書館 など をイ ンタ ーネ ット 上で 結び 、一 箇所 のサ ーバ ーで 統合 管理 を
行うこ とが でき ると いう 特長 をも って いる 。
これま で、 自治 体は 、一 度導 入し たシ ステ ムを 改修 する 必要 が生 じた 場合 に、 導入 した
IT ベ ンダ ーに ほぼ 言い なり の金 額で 依頼 せざ るを えな かっ た。当 社で は、シス テム の開 発
段階で 地 域 IT ベン ダー の Ruby 技 術者 を養 成し 、そ の地 域ベ ンダ ーと ライ セン ス契 約を 締
結した 上で 、ソ ース コー ドを 開示 する 。こ のこ とで、 地域 IT ベ ンダ ーが 図書 館の 要望 に
即した シス テム を開 発す ると とも に、 その 保守 や改 修を 行う ので 、き め細 かな 図書 館サ ー
ビスを 迅速 かつ 柔軟 に提 供す るこ とが でき る。また 、地 域 IT ベ ンダー の技 術力 を高 め、技
術者が 意欲 をも って 仕事 に取 り組 むこ とが でき るよ うに なり 、若 者な どの 雇用 を創 出す る
ことに つな げて いく こと がで きる 。
平成 21 年 1 月 29 日 、塩 尻市 は、 単に 低コ スト であ るだ けで なく 、地 域の 活性 化に 結び
つける とい う当 社の 図書 館シ ステ ムを 導入 する こと を決 定し た。 これ まで 、自 治体 業務 シ
ステム の開 発は 、大 手 IT ベ ンダ ーの 寡占 状態 だっ たが 、自 治体 の IT コス ト削 減と 地域 活
性化を 目的 とし た当 社 の IT ビジ ネス がそ こに 風穴 をあ けた 。当 社は、これ を契 機に 、全 国
自治体 の IT 経 費半 減化 に向 けて 、地 域お こし とと もに 、広 く営 業展 開を 図る 。
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